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はじめに
この資料は、新市建設計画（本文）に位置づける、
「リーディングプロジェクト」及び「主
要施策」について、継続事業、概ね１０年以内に着手する事業を取りまとめ、ハード事業
については、単年度の事業費が概ね５００万円以上の事業を記載しています。
なお、国・県事業については、新市から国・県に対して事業化に向けた調査研究を働き
かける事業についても記載しています。
１．「事業概要」について
事業概要については、現段階で想定される基本的な機能や設備、事業規模等を含め記
載しています。
なお、これらは、今後、具体的な位置をはじめ、基本設計や実施設計等の段階を経て、
より具体化していくこととなります。
２．実施時期について
事業の実施時期については、新市において、既存の各市町の基本計画・実施計画等を
踏まえつつ、財政計画との整合を図りながら、新市での事業実施計画を策定し、計画的
に実施していくこととなります。
３．事業の実施及び運営について
事業実施にあたっては、国・県の補助や合併特例債等の財政支援制度を積極的に活用
し、健全財政に配慮します。
事業の実施及び運営については、市民・学識経験者・民間企業などの力を積極的に活
用し、効果的、効率的に行います。
とりわけ、ＮＰＯ（民間非営利組織）、地域住民が主体となる施設運営や、ＰＦＩなど
民間企業等による公共事業の運営管理なども検討していきます。
なお、各施設の具体的な運営方法については、各施設の基本計画作成の時点で検討す
ることとなります。

※ＮＰＯ（nonprofit organization）
非営利団体ともよばれる。非営利である（利益追求、利益配分を行わない）こと、
非政府である（政府機構の一部でない）ことを特徴とする市民の自主的、自発的な活
動を行う団体
※ＰＦＩ（private finance initiative）
社会資本の整備や質の高い公共サービスの提供に際して、可能な限り民間の資本や
経営ノウハウを活用するというもの
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リーディングプロジェクト 事業概要一覧
①都市のグレードアップ
事
業
中心市街地活性化事業
（徳山駅周辺の整備）

名

事
業
概
要
・徳山駅ビルの整備
・徳山駅南北自由通路の整備
・徳山駅前広場の整備
・徳山駅南地区の整備
・駐車場の整備
・交通バリアフリー事業の推進
・ウオーターフロントの整備
など
<想定される機能>
・展示機能（展示ホール）
・インキュベート機能（貸オフィス、起業支援）
・研究開発支援機能（貸研究室、技術研修、技術相談）
・賑わい・交流機能
など
・−１４ｍ航路、泊地
・−１２ｍ岸壁、航路、泊地
・公共埠頭整備
・臨港道路・（仮称）新南陽大橋整備
・ポートルネッサンス２１（イベント広場、市民交流広場）
・フロンティアランド事業（Ｎ７埋立地）
・埋立事業（Ｔ１０埋立地）
など
・将来的な新庁舎建設に向けた検討推進
・山口県総合庁舎の建替え整備
・国、県の行政機構との統合整備の研究
など

名

事
業
概
要
・学習情報の提供機能
・学習相談機能
・学習支援機能（講義室、実習室）
・図書館機能
・放送大学機能
・交流機能（国際交流機能を含む）
・女性センター
など
・リサイクルプラザの整備
・ゼロエミッションの推進
・ごみの減量化、資源化、再商品化の促進
・環境教育の推進
など
・広域的水道施設整備に係る年次計画の策定
・水道未普及地域への水道施設整備（熊毛地区など）
・公共下水道の整備促進
・流域関連公共下水道の整備促進
など
・全市域へＣＡＴＶサービスの拡大
・全市域で高速インターネットが利用できる基盤整備
・やまぐち情報スーパーネットワークの活用
など
・保育園・幼稚園・子育て支援センター等の有機的連携の確保
・子育てカウンセリングの充実
・短期、一時保育の充実
・妊婦の健診助成制度
・乳幼児医療費助成制度の拡充
・保育料の負担軽減
など
・多世代交流の場づくり
・文化・スポーツ事業の実施
・労働相談窓口、シルバー人材センターの充実
・高齢者保健福祉の充実
など
・新市芸術祭の開催
・文化や芸術に関する企画運営のできる人材育成
・身近な工房等の整備
・新たな補助制度等の創設
など
・国際交流支援システムの構築
・青少年等の海外派遣
・姉妹都市縁組による国際交流
・学校教育・社会教育における国際理解教育の推進
など

新たな交流拠点施設整備事業

徳山下松港港湾整備事業

行政機構機能アップ促進事業

②住民福祉の向上
事
業
学び・交流プラザ整備事業
（生涯学習・女性センター）

資源循環型社会形成事業

快適な水道基盤整備事業

情報通信基盤整備事業

子育てサポート事業

高齢者いきいき事業

文化・芸術活動支援事業

国際交流事業
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ファンタジアファーム整備事業
（複合体験型施設）

・農業公園（体験農場、牧場、植物園）
・試験場（モデル農場）
・いこいの広場
・宿泊施設
・地場産品の販売
など

③一体感のあるまちづくり
事
業
幹線道路網整備事業

名

事業概要
・周南道路の事業着手及び延伸区間の調査研究(仮称：東・西周
域活性化道路網）
・国道２号、３１５号、３７６号の整備促進
・都市計画道路（中央通線）、主要地方道の整備促進
など
・駅前駐輪場整備
・バス路線の維持、拡充
・乗合タクシー制度の活用
・リフト、低床式車両の導入（助成）
・離島航路の維持・拡充
など
・新市内外を対象とした祭り、芸能、娯楽等について市民が主体
的に企画
・全市的なコミュニティ組織の形成
・地域単位でのコミュニティ組織の形成
・地域の歴史・文化の保存と伝承
・活動補助金の交付
・集会施設等の整備に対する助成
など

名

事
業
概
・保健・福祉機能
・社会教育・生涯学習機能
・図書館
・産業支援機能
・児童館
など
・コミュニティ機能
・保健・福祉・医療機能
・社会教育・生涯学習機能
・産業支援機能
など
・本庁、支所等の適正配置
・電子自治体システム
・公共施設の情報ネットワーク構築
・各種申請や公共施設の予約システム
・行政・地域情報提供システム
・保健･福祉システム
・生涯学習情報システム
・図書館システム
・郵便局と連携した行政サービス
など

公共交通機関の拡充整備

市民参加型イベントの創造事業
地域コミュニティ形成事業

④地域の均衡ある発展
事
業
コアプラザ熊毛整備事業
（複合施設の整備）

コアプラザ鹿野整備事業
（複合施設の整備）

行政サービスシステム構築事業

3

要

主要施策
①

事業概要一覧

快適で彩あふれるまちづくりプラン

(ｱ)都市の顔がみえるまち
施策名
都心の拠点性の向上

事業名等
中心市街地活性化事業の
推進

事業概要

・徳山駅ビルの整備
・徳山駅南北自由通路の整備
・徳山駅前広場の整備
・徳山駅南地区の整備
・駐車場の整備
・交通バリアフリー事業の推進
・ウオーターフロントの整備（徳山地区）

事業区分

リーディング
プロジェクト

(ｲ)快適で安全な都市基盤が整備されたまち
施策名
特性を生かした地域拠
点づくり

事業名等

新市土地利用計画の策定

地域核整備事業

事業概要

事業区分

新市全域における土地利用計画の策定

【コアプラザ熊毛整備事業】（熊毛地区）
保健・福祉、社会教育・生涯学習機能、図書館、
産業支援機能、児童館、スポーツ機能など

【コアプラザ鹿野整備事業】（鹿野地区）
コミュニティ、保健・福祉・医療、社会教育・生
涯学習機能、産業支援機能など

リーディング
プロジェクト

リーディング
プロジェクト

和田地区総合庁舎整備（新南陽地区）
支所機能、消防出張所、コミュニティ機能

駅前整備事業

戸田駅前活性化施設整備事業（徳山地区）

福川駅前周辺整備事業（新南陽地区）

広域交流や地域内交流
を活発にする交通ネッ
トワークの整備

幹線道路網整備事業

周南道路の事業着手及び延伸区間の調査研究
(仮称：東・西周南地域活性化道路網）

リーディング
プロジェクト

国道２号（徳山地区）
戸田地区４車線化及び三田川交差点の改良

リーディング
プロジェク
ト・国事業

国道２号（熊毛地区）
熊毛地区４車線化

リーディング
プロジェク
ト・国事業

国道３１５号（徳山地区）
栄谷トンネルの整備 L=3,000m
横瀬地区交通安全施設（歩道設置）
L=700m W=6（11）m

リーディング
プロジェク
ト・県事業
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施策名

事業名等

事業概要

事業区分

国道３１５号（鹿野地区）
交通安全施設（歩道設置）
L=2,840m

リーディング
プロジェク
ト・県事業

国道３７６号（徳山地区）
須々万地区バイパス整備
L=3,600m W=6.5(12)m

リーディング
プロジェク
ト・県事業

国道４８９号（新南陽地区）
大神地区交通安全施設整備

都市計画道路の整備促進

県事業

中央通線改良
徳山久米
徳山浦山〜新南陽古川

L=600m

L=560m
L=2,000m

W=27m
W=27m

リーディング
プロジェク
ト・県事業

大迫田代々木街路築造工事（徳山地区）
L=1,300m W=15〜17m
西原安田線Ⅰ期（熊毛地区）
L=220m W=16m

県事業

大神線〈中溝線〉街路事業（新南陽地区）
L=160m W=16m

川崎平野線等改良街路事業（新南陽地区）

中開作線街路事業（新南陽地区）
L=310m W=16m
新南陽停車場線街路事業（新南陽地区）
L=610m W=16m
ポケットパーク整備４箇所
西原安田線（熊毛地区）
L=1,500m W=16m
高水笠野線新設（熊毛地区）
第１期 L=800m W=16m
高水笠野線新設（熊毛地区）
第２期 L=2,200m W=16m
本町中村線新設（熊毛地区）
L=1,000m W=12m
ふれあい徳修線新設（熊毛地区）
L=5,000m W=2m
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県事業

施策名

事業名等
県道改良事業

事業概要

事業区分

和田上村線改良（徳山地区）
L=1,100m W=6(10)m

県事業

県道徳山新南陽線改良（新南陽地区）
L=3,000m

県事業

県道下松鹿野線道路拡幅改良(徳山地区）
L=900m W=6(14)m

県事業

県道下松鹿野線道路拡幅改良(鹿野地区）
L=350m
W=5m

県事業

県道徳山本郷線道路拡幅改良（徳山地区）
L=340m W=6(10)m

県事業

県道鹿野夜市線改良(徳山地区）
L=850m W=6(10)m

県事業

県道徳山光線道路拡幅改良（徳山地区）
L=1,500m W=6(10)m

県事業

県道山口徳山線改良（徳山地区）

県事業

県道徳山光線道路拡幅改良（熊毛地区）
L=360m W=6(8)m

県事業

県道獺越下松線改良（熊毛地区）
L=2,400m W=6(10)m

県事業

県道串戸田線改良（新南陽地区）
L=600m W=8〜10m

県事業

県道串戸田線改良（徳山地区）
湯野地区 L=1,200m W=6(10)m
柚木河内地区 L=700m W=6(10)m

県事業

県道久杉高水停車場線改良（熊毛地区）
L=1,000m W=6(11)m

県事業

県道光玖珂線改良（熊毛地区）
和田地区交通安全施設（歩道設置）
L=300m W=6(10)m

県事業

県道下松田布施線改良（熊毛地区）
大河内地区交通安全施設（歩道設置）
L=1,600m W=6.5(14)m

県事業

県道徳山徳地線道路拡幅改良、線形改良（鹿野地
区）
山免地区道路拡幅改良、線形改良
県事業
L=1,000m W=6(10)m
下市地区突角改修 L=120m W=8m
奥谷１地区突角改修 L=90m W=5m
奥谷２地区突角改修 L=50m W=5m
県道鹿野六日市線改良（鹿野地区）
柿木原地区道路拡幅改良、線形改良
L=400m W=6(8)m
寺河内地区突角改修 L=110m W=8m
中村地区突角改修 L=150m W=8m
下中村地区突角改修 L=180m W=8m
鹿野東地区突角改修 L=200m W=8m
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県事業

施策名

事業名等

市道新設・改良事業

事業概要

事業区分

栗屋線改良（徳山地区）
L=720m W=9m
間上2号線改良（徳山地区）
L=40m W=5m
赤迫線改良（徳山地区）
L=540m W=16m
政所2丁目3号線改良（新南陽地区）
L=586m
ふれあいロード歩道設置（新南陽地区）
中開作線改良（新南陽地区）
L=730m W=16m
野村1丁目7号線改良（新南陽地区）
L=1,150m W=20m
秋字明巣山線道路拡幅改良（新南陽地区）
L=1,200m W=10〜11m
大河内笠野線改良（熊毛地区）
L=2,000m W=5m
小深線改良（熊毛地区）
L=300m W=5m
勝間中村線改良（熊毛地区）
L=2,000m W=5m
東善寺線改良（熊毛地区）
L=900m W=5m
呼坂仏坂線改良（熊毛地区）
L=2,000m W=5m
新清光台団地第１幹線改良（熊毛地区）
L=100m W=9.25m
勝間原第１幹線改良（熊毛地区）
L=80m W=13.25m
岳陽大江線改良（熊毛地区）
L=100m W=13.25m
太陽寺線改良（熊毛地区）
L=1,500m W=5m
安田笠野線改良（熊毛地区）
L=1,500m W=5m
黒岩線改良（熊毛地区）
L=1,500m W=5m
下石ケ谷線新設（鹿野地区）
道路・橋りょう L=220m W=5m
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県事業
(過疎代行）

施策名

事業名等

事業概要

事業区分

今井線改良（鹿野地区）
L=1,000m W=5m
大泉線改良（鹿野地区）
L=730m W＝4m
片山線改良（鹿野地区）
L=550m W=4m
西谷線改良（鹿野地区）
L=400m W=5m
小泉線小泉橋改良（鹿野地区）
橋りょう架替え L=47m W=5m
大潮小河内線改良（鹿野地区）
L=600m W=4m
公共交通機関の拡充整備 バス路線の維持・拡充に伴う運行経費の補助

乗合タクシーの導入等
新幹線及び通勤通学電車
の増便等の要請

新幹線に関する各種要請

通勤通学電車に関する各種要請

住環境の整備

長距離バス等の利便性の
向上

長距離定期バスの利便性向上に関する要請

港を活用した九州等の旅
客航路の拡充

旅客航路の拡充の要請

土地区画整理事業

久米中央土地区画整理事業(徳山地区）
A=27.1ha
富田西部第一土地区画整理事業（新南陽地区）
A=23.5ha
中央土地区画整理事業（熊毛地区）
A=14.1ha

若者定住団地の整備

住宅団地造成（鹿野地区）
A=1ha
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リーディング
プロジェクト

リーディング
プロジェクト

施策名

事業名等

公営住宅の整備

事業概要
高尾住宅建替え（徳山地区）
A=6.37ha 273戸
県営旭ヶ丘・周南団地建替え（徳山地区）
羽島住宅他建替え（新南陽地区）
八代住宅新築（熊毛地区）
2棟4戸
高水住宅新築（熊毛地区）
2棟16戸
大地庵住宅建替え（鹿野地区）
10戸
柏屋住宅建替え（鹿野地区）
10戸

都市公園の整備

事業区分

公園リフレッシュ事業（徳山地区）
公園再整備 11箇所
周南緑地公園（徳山地区）
永源山公園（新南陽地区）
辰尾公園（新南陽地区）
公園リフレッシュ事業
（新南陽地区）公園再整備

2箇所

長田南街区公園（新南陽地区）
長田北街区公園（新南陽地区）
新町東街区公園（新南陽地区）
古市街区公園（新南陽地区）
浜田親水公園（新南陽地区）
総合スポーツ施設（熊毛地区）
高水近隣公園（熊毛地区）
大河内近隣公園（熊毛地区）
鶴見台街区公園（熊毛地区）
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県事業

施策名

事業名等

上水道の整備

事業概要

事業区分

広域的水道施設整備に係る年次計画の策定
水道未普及地域への水道施設整備
（熊毛地区など）
市内老朽管の計画的更新事業
水道水質検査センター整備事業
協議会による水道水の水質検査センター庁舎及び
機材整備
夜市戸田湯野水道給水区域拡張事業（徳山地区）

福川地区配水地築造事業(新南陽地区）

水道施設計画等の各種計画の策定

行政機構の機能アップ

下水道の整備

公共下水道、流域関連公共下水道、特定環境保全
公共下水道

農業集落排水及び漁業集
落排水の整備

農業集落排水施設整備
漁業集落排水施設整備

合併処理浄化槽の設置推
進

合併処理浄化槽設置に対する補助
リーディング
プロジェクト

新庁舎建設の検討

リーディング
プロジェクト
県事業

山口県総合庁舎の建替え
整備

リーディング
プロジェクト

国・県の機構との統合整
備の研究
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(ｳ)高度情報化が進んだまち
施策名
行政サービスシステム
の構築

事業名等

事業概要

事業区分
リーディング
プロジェクト

本庁、支所等の適正配置
電子自治体システムの構 公共施設の情報ネットワークの整備
築事業
各公共機関をネットワークで結び情報の共有化
等

各種申請や公共施設の予約システムの整備
インターネットを活用し、各種申請の授受や様
式の提供、例規などの電子化

行政・地域情報の提供システムの整備
インターネットを活用し、広報公聴、地域情報
の発信

保健・福祉システムの整備
保健・福祉事業についての総合的なシステムづ
くりとネットワーク化

生涯学習情報システムの整備
生涯学習に関する情報をコンピュータから得ら
れるシステムの整備

リーディング
プロジェクト

図書館システムの整備
各図書館をコンピュータネットワークで結び、
書籍の検索及び転送等

情報通信基盤の整備の
促進

情報通信基盤の整備

全市域へＣＡＴＶサービスの拡大及び高速イン
ターネットが利用できる基盤整備の促進

消防・防災に関する情
報通信基盤の整備の促
進

消防緊急通信指令システ
ムの整備

市内全域で活用可能な消防指令システムの整備

防災情報システムの整備

防災無線の整備
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リーディング
プロジェクト

(ｴ)パートナーシップでまちづくりに取り組むまち
施策名
市民交流とまちづくり
への住民参画

事業名等

事業概要

事業区分

学び・交流プラザ整備事
業

情報提供機能、会議研修機能、交流機能、女性セ リーディング
プロジェクト
ンター、アリーナ機能など（新南陽地区）

市民参加型イベントの創
造事業

新市を代表する新しいイベントの創出

地域コミュニティ形成事
業

コミュニティセンター等
の整備

リーディング
プロジェクト

全市的なコミュニティ組織の形成、地域単位での
コミュニティ組織の形成、地域の歴史・文化の保 リーディング
存と伝承、活動補助金の交付、集会施設の整備助 プロジェクト
成等
富田地区コミュニティセンター（新南陽地区）
和田地区コミュニティセンター（新南陽地区）
（再掲：和田地区総合庁舎）
市民交流センター（新南陽地区）

市民活動支援機能の充実

市民活動団体への助成
情報収集及び提供
研修会等の開催 など

まちづくり推進組織の設
立

各地域単位の推進組織の設立

ボランティアバンクの設
置

住民のもつ才能や力を生かしてまちづくりをすす
めるためのボランティア登録

まちづくりコンペの実施

まちづくりに住民の意見を取り入れるシステムの
整備

人材の育成

まちづくりを担う人材を育成するため、研修会の
開催や、自主研修等へ助成

情報公開・情報提供の推
進

情報公開を進めるシステムづくり
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②

ゆとりとうるおいに満ちたまちづくりプラン

(ｱ)文化や芸術を楽しめるまち
施策名

文化や芸術に親しめる
環境づくり

事業名等

事業概要

事業区分

文化・芸術活動支援事業

・新市芸術祭の開催
・文化や芸術に関する企画運営のできる人材育成 リーディング
プロジェクト
・既存公共施設を活用した市民工房等の整備
・新たな補助制度等の創設

美術館、郷土資料館等の
充実

展示内容や既存事業の充実強化

徳山文化会館改修事業（徳山地区）
郷土に伝わる文化財や
伝統芸能の保存と伝承

文化財の指定と保存

県指定文化財「山田家本屋」の解体復元（徳山地
区）
各地域の文化財の新規指定調査と保存

ツル保護増殖事業（熊毛地区）
県道獺越下松線（熊毛地区）

「八代のツル」環境保全
（八代地区）電線類地中化事業
の推進
L=４００ｍ
郷土芸能の保存と伝承の
支援

各地域に残る郷土芸能の保存や伝承団体等の育成
と支援
各地域の既存イベントの事業効果等を勘案する中
で、継承イベントを決定し発展させる
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県事業

(ｲ)多様な学習機会のある生涯学習のまち
施策名
家庭、学校、地域が協
力した生涯学習の総合
的推進

事業名等

事業概要

事業区分

学び・交流プラザ整備事業 学習情報の提供機能、学習相談機能、総合中央図
リーディング
(生涯学習・女性センター) 書館機能、放送大学機能、学習支援機能〈講義
プロジェクト

室、実習室〉

（新南陽地区）

既存公共施設を活用した
活動の推進

既存公共施設を活用しての生涯学習の総合的推進

図書館機能の充実

図書館ネットワークシステム構築(再掲)

移動図書館(専用車3台)
専門的な知識技能をもつ
住民の登録と活用

専門的な知識技能をもつ住民の登録と活用

学校を活用した生涯学習
活動の推進

学校の空教室等を活用しての世代交流などの生涯
学習活動の推進

学校開放の推進

学校施設の地域住民への開放

学校教育への住民による
地域教育の導入

地元社会人や知識人などを講師とする学校教育へ
の地域教育の導入
長田公共施設用地に海洋レクリエーション型宿泊
研修施設整備
（新南陽地区）
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(ｳ)スポーツ・レクリエーションに親しめるまち
施策名
海と山など多様な自然
環境を活用したレクリ
エーション施設の整備

多様なスポーツ・レク
リエーションの普及

事業名等

事業概要

事業区分

ファンタジアファーム整
備事業(複合体験型施設)

農業公園(体験農場、牧場、植物園、試験場)、い
リーディング
こいの広場、宿泊施設、地場産品の販売 など プロジェクト
（鹿野地区）

海洋レクリエーション拠
点整備

大津島海洋レクリエーション拠点整備（徳山地
区）

地域の多様な年齢層が参
加する総合型地域スポー
ツクラブの育成

地域スポーツクラブの育成

スポーツ・レクリエー
ションの普及を促す人
材・組織の育成

スポーツ・レクリエーションの普及を促す人材・
組織の育成

スポーツ施設の整備

体育館建替（新南陽地区）
生涯学習センター建設に伴う既存体育館建替

総合スポーツ施設（熊毛地区）
多目的広場、憩いの広場、親子の広場、ふれあ
い・リフレッシュロード
テニス場（鹿野地区）
A=1,600㎡
プール（鹿野地区）
A=3,193㎡

各種競技の全国大会やプ 各種スポーツ競技の全国大会を誘致
ロスポーツ、日本リーグ
等の開催、誘致
プロスポーツや日本リーグ等の開催

(ｴ)国際交流の活発なまち
施策名

事業名等

事業概要

事業区分

国際交流事業の推進

国際交流事業

国際交流システムの構築
青少年等の海外派遣
リーディング
姉妹都市縁組による国際交流事業
プロジェクト
学校教育、社会教育における国際理解教育の推進
国際貢献活動の促進

外国人が訪れやすく暮
らしやすいまちづくり

案内標識等の外国語標記
の推進

案内標識等に外国語併記の実施

国際交流(通訳等)ボラン
ティアの登録

通訳等のボランティア登録を行い人材活用を進め
る

15

(ｵ)みずとみどりに恵まれたまち
施策名

自然との交流の場づく
り

事業名等

事業概要

事業区分

ファンタジアファーム整
備事業(複合体験型施設)

農業公園(体験農場、牧場、植物園、試験場)、い リーディング
こいの広場、宿泊施設、地場産品の販売 など プロジェクト

自然活用型の施設整備

地域資源利活用交流施設（鹿野地区）
金峰の地域特性を生かした地域間交流施設

ブルーグリーンパーク(水辺・自然の活用)構想
水辺や自然の活用構想の作成
長田海浜公園整備事業（新南陽地区）
レクリエーション施設整備
永源山公園整備事業（新南陽地区）
南エントランス整備等
辰尾公園の整備（新南陽地区）
公園の整備

（再掲）

（再掲）

温泉と自然活用型公園の調査研究事業
（熊毛地区）
天体観測施設整備事業（鹿野地区）
既存施設を活用した若者のレジャー活動の支援事
業の検討
アウトドアレジャーの拠点づくり
市街地の緑化の推進

ポケットパークや街路樹
の整備

市内各所へのポケットパークの整備

四季の花を生かした季節感のある都市景観の創出
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③

人と地球にやさしいまちづくりプラン

(ｱ)あらゆる人の人権が尊重されるまち
施策名

事業名等

事業概要

事業区分

人権尊重に向けた体制 推進体制の整備確立
づくり

学校、家庭、公民館、社会教育関係団体、民間企
業等との連携による推進体制の整備確立

人権教育・啓発の推進

学校教育における人権教育の推進
社会教育における人権教育、啓発の推進

教育・啓発の推進

(ｲ)高齢者・障害者等がいきいきと生活するまち
施策名
高齢者福祉の向上と社
会参加の促進

高齢者や障害者向けの
保健福祉施設の整備

事業名等

事業概要

事業区分

多世代の交流の場づくり
公民館、学校等における交流

リーディング
プロジェクト

文化・スポーツ事業の充実
文化・スポーツ推進補助

リーディング
プロジェクト

労働相談窓口、シルバー人材センターの充実
就業機会拡大に対する補助

リーディング
プロジェクト

高齢者保健福祉の充実

リーディング
プロジェクト

地域間交流の推進

研修会、交流会に対する補助

リーディング
プロジェクト

高齢者能力をボランティ
ア活動などに活用

ボランティア団体の育成と加入促進

リーディング
プロジェクト

老人クラブの育成強化

各地区老人クラブ育成補助

リーディング
プロジェクト

保健福祉施設の整備

介護保健施設の整備
在宅介護支援センター（新南陽地区）
健施設との併設

高齢者いきいき事業

老人保

特別養護老人ホーム（徳山地区）
入所定員 110人
A=5,040㎡
RC2階建
介護老人保健施設（新南陽地区）
収容人数 50人 デイケア 20人
デイサービスセンターの整備
高齢者生活福祉センター定員20人
デイサービスセンター利用人員20人（新南陽地
区）
養護老人ホームの整備
施設整備（徳山地区）
入所定員 130人 A=4,500㎡
公共施設等のバリアフ
リー化の促進

各公共施設の改造
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RC2階建

施策名

高齢者サービスの向上

生活保護施設の整備

事業名等

事業概要

事業区分

公共交通機関の拡充整備

リフト、低床式車両の導入
超低床ノンステップバス整備補助

既存公共施設を活用した
福祉施設づくり

公民館等の施設を活用した福祉サービスの提供

高齢者介護のボランティ
ア・ネットワークづくり

ボランティア団体相互の連携

救護施設の整備

施設整備（徳山地区）
入所定員50人 A=1,800㎡

など

リーディング
プロジェクト

RC2階建

(ｳ)女性がいきいきと活動するまち
施策名

出産・子育ての支援

事業名等

事業概要

事業区分

学び・交流プラザ整備事
業

女性センター機能（子育て支援）

リーディング
プロジェクト

子育てサポート事業

子育てカウンセリングの充実

リーディング
プロジェクト

短期・一時保育の充実

リーディング
プロジェクト

妊婦の健診助成制度

リーディング
プロジェクト

多様なニーズに対応でき
る施設の拡充

児童館新設
（新南陽地区）
乳児保育園移転事業（新南陽地区）
福川保育園、川崎保育園

男女共同参画社会の推
進

学び・交流プラザの整備
事業

女性センター
（起業支援、労働相談）
社会活動支援
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リーディング
プロジェクト

(ｴ)子どもが健やかに育つまち
施策名
子育て支援の強化

事業名等
子育てサポート事業

児童館の建設

事業概要
乳幼児医療費の助成制度の拡充

リーディング
プロジェクト

保育料の負担軽減

リーディング
プロジェクト

児童館新設
（新南陽地区）

乳児保育園の整備
教育・学習基盤の整備
等

小・中学校等施設の整備

事業区分

―
徳山小学校（徳山地区）
大規模改造
屋体及びプール改築
屋体A=1,215㎡、プール25m×6コース
岐山小学校（徳山地区）
屋内運動場（屋体）改築工事
A=1,215㎡
中須小学校（徳山地区）
校舎・屋体改築
校舎A=2,735㎡ 屋体A=894㎡
桜田中学校（徳山地区）
屋体改築工事
A=1,138㎡
大道理小学校（徳山地区）
屋体改築
A=894㎡
菊川中学校（徳山地区）
屋体改築
A=1,138㎡
住吉中学校（徳山地区）
屋体改築
A=1,138㎡
遠石小学校（徳山地区）
屋体改築工事
RC造 A=1,215㎡
太華中学校（徳山地区）
校舎・屋体改築
校舎A=743㎡、屋体A=1,138㎡
和田中学校（新南陽地区）
屋内運動場建替え
三丘小学校（熊毛地区）
大規模改造
校舎RC造 1,443㎡
八代小学校（熊毛地区）
校舎改築
校舎RC造 1,707㎡
屋体RC造
894㎡
熊毛中学校（熊毛地区）
大規模改造
校舎RC造 2,574㎡
屋体 A=1,200㎡
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施策名

事業名等

事業概要
鹿野小学校（鹿野地区）
屋内運動場建替え
A=900㎡
鹿野中学校（鹿野地区）
屋内運動場改修 A=1,200㎡
屋外運動場 A=7,035㎡
教職員住宅改築（鹿野地区）
RC造2階建10戸
A=209㎡

学校給食センターの整備

東部地域
約6,000食
北部地域
約3,000食

教育コンピュータの充実

情報教育のためのコンピュータを各学校に導入

青少年健全育成

青少年の健全育成に係る各種事業

教育指導者の育成

教育、ボランティア指導者の育成

青少年研修施設

―

学校教育への住民による
地域教育の導入

―
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事業区分

(ｵ)医療・救急体制の充実したまち
施策名

事業名等

事業概要

疾病の予防と適切な指
導

健診ネットワークの充実

成人、乳幼児、妊婦健康診査
システム化 など

医療機関の確保とサー
ビスの提供

医療機関の機能分担と連
携の促進

医療機関の機能分担と連携

地域の病院の相互協力の
促進

地域の医療機関の相互協力体制

地域における診療所等医
療機関の整備

診療所の適正配置

休日・夜間診療所の充実

救急体制の整備

事業区分

―

高規格救急車の適正配置

高規格救急車を各消防署に適正配置
６台

救急救命士の増員

救急救命士の養成

消防緊急通信指令システ
ムの整備

―

(ｶ)災害に強く安全なまち
施策名
消防防災体制の充実強
化

事業名等

事業概要

消防緊急通信指令システ
ムの整備
消防署、消防機庫等の再
配置

―

西部出張所建替え（徳山地区）
A=1,152㎡ RC造平屋建
北部地域消防署の設置検討（徳山地区）

防災情報システムの整備

安全な避難場所の適正配
置

―

避難場所の指定
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事業区分

施策名

防災事業の推進

事業名等

河川改修

事業概要

事業区分

隅田川（準用河川）（徳山地区）
流域面積 A=337ha
改修延長 L=890m 橋梁11基
黒木川（準用河川）（徳山地区）
流域面積 A=1,167ha
改修延長 L=1,000m 橋梁4基
西光寺川（徳山地区）
島田川（熊毛地区）
夜市川（新南陽地区）

県事業

笠野川（熊毛地区）

県事業

農地保全

室尾排水ポンプ場改修事業（新南陽地区）

砂防事業

河原畑川砂防（熊毛地区）他３渓流

県事業

地すべり対策事業

夜市地区（徳山地区）他２地区

県事業

危険ため池整備事業

４ケ所（徳山地区）
５ケ所（新南陽地区）
５ケ所（熊毛地区）
４ケ所(鹿野地区）

交通安全・防犯体制の
充実

歩道や通学路の整備

危険個所の安全対策

交通安全施設の整備

交通教育センターの建替え

ガードレール、カーブミラー等

防犯灯の設置

交通安全対策、防犯対策

防犯協議会の体制強化

警察との連携による体制強化

防犯ボランティア活動の
支援

防犯パトロール、活動資料の提供等の支援
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県事業を含
む

(ｷ)環境にやさしいまち
施策名
資源循環型社会の形成

事業名等
資源循環型社会形成事業

事業概要
リサイクルプラザの整備
・リサイクルセンター
・市民工房
・展示コーナー

ゼロエミッションの推進
・廃棄物の有効活用と排出抑制

事業区分

リーディング
プロジェクト

リーディング
プロジェクト

ごみの減量化、資源化、再商品化の推進
・詰め替え商品の購入、買物袋持参運動、コン
ポスト購入補助等
環境教育の推進
・環境教育の場づくり
資源ごみ処理施設等の整
備

ストックヤード
リサイクルセンター
（新南陽地区）
ストックヤード（鹿野地区）
A=60㎡

廃棄物の適正処理

最終処分場（不燃物埋立
処分場）の整備

最終処分場の整備（新南陽地区）

最終処分場の整備（鹿野地区）
V=12,000㎡

快適な環境づくり

し尿処理場の整備

施設整備（新南陽地区）
処理能力 30ＫＬ／日

産業廃棄物広域最終処分
場の整備

徳山下松港
新南陽地区（Ｎ7埋立計画地内）
徳山地区（Ｔ10埋立計画地内）

緑化の推進

花いっぱい運動、生垣の設置、園芸講習会の実施
など

環境の整備

下水道・合併処理浄化槽の整備

ＩＳＯ１４００１認証取
得へ向けた取組み

環境施策のマネジメント
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３セク

④

未来を拓くまちづくりプラン

(ｱ)産業基盤の充実したまち
施策名

企業活動を支える産業
基盤の整備

事業名等

事業概要

事業区分

幹線道路網整備事業

周南道路の事業着手及び延伸区間の調査研究（仮
称：東・西周南地域活性化道路網）
リーディング
プロジェク
国道２号、３１５号、３７６号の整備促進
都市計画道路（中央通線等）、主要地方道の整備 ト・国県事業
促進

徳山下松港港湾整備事業

公共岸壁整備（徳山地区）
−14m航路、泊地

リーディング
プロジェクト

公共岸壁整備（徳山地区）
−12m岸壁、泊地

国・県
新市・民間

公共岸壁整備（徳山地区）
−7.5m岸壁
公共岸壁整備（徳山地区）
ふ頭用地、機能施設
公共岸壁整備（新南陽地区）
−12m岸壁、航路、泊地
公共岸壁整備（新南陽地区）
ふ頭用地、機能施設
臨港道路整備（新南陽地区）
新南陽ふ頭線〔(仮称)新南陽大橋〕
ポートルネサンス２１
(イベント広場、市民交流広場）
フロンティアランド事業
N７埋立地（Ⅰ期施工）
(新南陽地区）
埋立事業
T１０埋立地（徳山地区）
情報通信基盤整備事業

―
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リーディング
プロジェクト

(ｲ)産業活動の活発なまち
施策名
産業の高度化・都市型
産業の振興

事業名等

産業創出基盤の整備

産学官の連携強化

事業概要

事業区分

新たな交流拠点施設整備事業

リーディング
プロジェク
ト・県事業

中心市街地活性化事業

リーディング
プロジェクト

情報通信基盤整備事業

リーディング
プロジェクト

産業情報ネットワーク化の推進
（情報交換、蓄積、提供、発信）
研究開発、競争力向上の支援

相談体制の充実

人材育成事業の推進

各種セミナー、スクールの開催

企業連携の促進

大手企業と中小企業の交流

異業種交流、地域外企業との交流
ベンチャー企業、起業家
への支援策の検討

貸オフィス、貸研究室、貸工場

税制優遇、資金調達、経営相談

マーケッティング支援、商談会、見本市開催等
魅力ある中心商店街の
形成

中心市街地活性化事業

―

タウンマネージメントの
推進

―

ファッション性に配慮し
たストリートづくり

ファッションビルの誘致
個性的なブティックが集まったファッションスト
リートづくり

景観に配慮した街並みづ
くりの推進

―

市民交流サロンの設置

人々が集い、語らい、交流する交流サロンの設置

市民ギャラリーの設置

―
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リーディン
グプロジェ
クト

(ｳ)地域特性を生かした農林水産業の盛んなまち
施策名

農林水産業生産基盤の
整備

事業名等

事業概要

農村振興総合整備事業

鹿野地区（鹿野地区）
農業用用排水路、コミュニティ施設、情報施設

ほ場整備事業

長穂東部地区（徳山地区）
A=14.2ｈa
八代西地区（熊毛地区）
A=55ha
石光地区

中山間地域総合整備事業（鹿野西部地区）
（大潮地区・渋川地区）
・農道、ほ場整備、農業集落道

青果市場の整備

青果市場整備事業（新南陽地区）

地域資源利活用交流施設
の整備

林道の整備

県事業

他３地区（熊毛地区）

中山間地域総合整備事業

農道の整備

事業区分

―
呼坂地区（熊毛地区）
L=4,500m

県事業

来巻地区（熊毛地区）
L=2,700m

県事業

広域基幹林道高岳線開設（鹿野地区）
L=7,000m W＝4m

県事業

赤松平仏坂線開設（熊毛地区）
L=3,000m W=4m
仏坂山田線開設（熊毛地区）
L=6,000m W=4m
峰畑木屋ノ浴線林道開設
（徳山地区）
L=736m
W=4m
一升谷線林道舗装（徳山地区）
L=1,730m
W=3.5m
林道芋堀線改良（鹿野地区）
L=700m
W=3.6m
林道石ヶ谷線舗装（鹿野地区）
L=2,000m
W=4m
林道仁保谷線舗装（鹿野地区）
L=1,000m
W=3.6m
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施策名

事業名等

漁港の整備

事業概要

事業区分

粭・大島漁港機能高度化統合補助事業
（徳山地区）
護岸 L=180ｍ
用地埋立 A=4,000㎡など
大津島漁港（徳山地区）
刈尾
防波堤 L=90ｍ
福川漁港広域漁港整備事業（新南陽地区）
福川漁港関連施設整備事業
（新南陽地区）
福川漁港利用調整事業(新南陽地区）フィッシャ
リ−ナの建設
大津島（馬島）漁港（徳山地区）
植栽、ゲ−トボ−ル場など

都市と農山漁村の交流
の促進

護岸の整備

中の川護岸改修（新南陽地区）
門扉設置

漁場の造成

アサリ増養殖養浜造成（徳山地区）
砂留工 L=190m A=7,261㎡
養浜工 A=14,943㎡

水産物市場の統合

市場の統合

ファンタジアファ−ム整
備事業

―

海洋レクリエーション拠
点整備

―

道の駅の整備

道の駅の整備

地域農林水産業の振興

農林水産物の産地化の促進事業
各地域における特産品の開発や産地化の促進
特産物の振興
農林水産加工業のベンチャー化への支援
ベンチャー化を目指す個人や団体への支援

インタ−ネットによる産
地直売の促進

市内の特産品等が購入できるホームページの作成
及び流通網の整備
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リーディング
プロジェクト

(ｴ)観光産業の盛んなまち
施策名
地域資源を生かした観
光の振興

事業名等

事業概要

ファンタジアファ−ム整
備事業
観光施設等の整備

―

事業区分
リーディング
プロジェクト

海洋レクリエーション拠点整備事業
長田海浜公園整備事業（新南陽地区）
レクリェ−ション施設整備、潜提、干潟整備、
フイッシャリ−ナ整備、養浜事業
長田擁壁補修事業（新南陽地区）

永源山公園（新南陽地区）

天体観測施設整備（鹿野地区）
市民参加型イベントの創
造事業
行政・地域情報提供シス
テム

―

リーディング
プロジェクト

インターネット等を活用し、温泉地などの観光情 リーディング
プロジェクト
報や地域情報を発信
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